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小学校教員免許科目「理科教育研究」
カリキュラムの改善
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はじめに

近年、我が国の教育事情において、大きな社会
的問題になっている－つとして、，'理科離れ，,”
理科嫌い,，が挙げられる。これは、我が国が、科
学技術創造立国をうたっていることを考えると、
由由しい国家的問題であるといえよう。
この問題に関しては、多くが論じられ、多くの
原因が考えられるが、教員養成に関わる者として
は、足元の問題として、小学校教員免許カリキュ

ラムの「理科教育研究」について検討し、小学校
における「理科の教育」の改善に役立つ授業内容
で教育学部学生を訓練することを目指した。
「理科教育研究」の授業は、理科の広い分野に
関する実験．観察を主体とした授業を、理科教育
専修理科教育担当の３名の教官のそれぞれ専門と

ら「理科嫌い」であり、または、あったと告白し
ている。これらの学生が小学校教師として教壇に

立つとき、生徒に理科の実験・観察の授業や演示
実験、野外観察や飼育などの授業を主体的に実践
出来るためには、「理科教育研究」における広い
分野に跨る理科実験・実習が基本的に必須であり、
これなくしては、いたずらに「理科嫌い」の拡大
再生産になるであろう。
このような観点ですすめてきた、「過去から現

在」にかけての理科教室における「理科教育研究」
授業実践の平成11年度における現状をここにまと

め、自己評価と将来の一層の改善のための資料と
したい．又、平成14年４月より施行される小・中
学校の新しい学習指導要領の理科の内容を検討し、
学部学生の資質向上に努めていきたい。

する分野について受けるために、学生は３クラス

に分けられ、教官は－クラス４回の割で授業を実
施して、すべてのクラスを廻る゜このような取
り組みは既に、1990年から実施されてきたが、現
在（1999年度）は、教官の得意とする分野は、江
尻：物理学、化学、松田：地学下謝名：生物
学、（動物学）である。平成10年度は、下謝名の
代わりとして、新城一治氏が非常勤で生物学分野
(植物学）を担当した。新城一治氏の担当分は続

(a）浮力の実験を通して力のつり合いや作用・

編として出版されるであろう。

反作用の関係を理解する

教育学部の学生の多くは、文系出身で、理科の

以下に、各教官が指導を担当している授業内容
に付いて概説し、授業改善の基本資料とする。
１．物理・化学分野担当理科教育江尻有郷
始めに概要を述べ、具体的内容は、後述のテキ
ストに譲る。

水に浮く木片は重力と浮力のつり合い状態にあ
ること、水中に沈む綱球に作用する浮力は水圧の

実験．観察の履修は中学校以来である者が大多数
で高校での実験．観察を経験した者は極めて少な

深さによる差異で説明し、水圧は水に働く重力に

い状況で、自然の事物・事象の科学的理論の修得

帰因する事など、質量と重量、密度と比重、浮力

と言う点で乏しい様である。ほぼ80％の学生は目

と水圧等の関係を理解し、浮力の根元的原因が重

＊LaboratoryofScienceEducation,DepartmentofScienceEducation，FacultyofEducation．
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力の存在によることを会得きせる。また、この課

理科教育実験テキスト（物理・化学）
指導教官江尻有郷

題では、小学校高学年を対象とした浮力の実験授

業に対する、授業計画作成を学生に課している。

１浮力に関する実験
(b）電気抵抗とオームの法則を実験で確かめ、
電気の実験に親しませる。

はじめに

よく知られているオームの法則にでてくる電気

水中における物体には水の浮力がはたらくこと

抵抗に注目し、ニクロム線、豆電球、抵抗器等の

は、アルキメデスの原理として知られている。ガ

電気抵抗を、一方では電流、電圧の測定から導き、

リレオ・ガリレイが最初にした仕事はアルキメデ

他方ではデジタルマルチメータで直接電気抵抗を

スの実験の証明であったと言われている。以下に、

測り尋両者を比較し、物体全てが電気抵抗を有す

小学校高学年または中学生に対する浮力について

ることや、熱や光の発生と電気抵抗との関連など

の授業を想定して実験を行う。

を理解させ、電気に関する実験に親しませると共
に、デジタルマルチメーテーやオッシロスコープ

等の測定機器に慣れさせる。

問題提起

１．水中における物体（水を吸わない固体）の重
さはどうなるか。

(c）レーザー光を用いた光学実験で、光波が起

２．軽いものは何故浮くか。

こす基本的現象に触れさせる。

３．軽いものでも沈む場合、重いものでも浮く場

光の筋道（光線）を見ることができる強い光で

合があるが、どうしてか。

あるレーザー光を使えば、光の反射、屈折現象を
簡単に観測できること。更に、密な物体から疎な

器具：ビーカー、物体；（木片、アクリル樹脂、

物体に進む光線が、その境界で起こす、全反射現

鋼球)、ばねばかり、スタンド、台ばかり、メス

象及び、細い間隙を通過するときに起こす回折現

シリンダ、ノギス

象、回折光が起こす干渉現象なども観測して、そ
れらの現象を表す法則を学び、光学実験に親しま

実験Ａ・各物体の重量及び体積を測り、密度を

せる。

導け。

(｡）振り子の実験により、地上の重力や運動と

実験B，軽い物体を水に浮かす。水に沈んだ部分

エネルギーの関係を実感させる。

の体積を測る。（測り方は工夫する〉

重力の働く地上で振り子を振動させ、その、周
期を、振り子の糸の長さ、振れの大きさ、おもり

実験C、重い物体が水中に沈むことを確認した後、

の重さ等を変えて、測定する。振り子の周期が糸

水中に吊して重量を測り、空気中の場合と比較す

の長さだけに依存することを、気付かせる。また、

る。どの位軽くなるか。軽くなるのはどうしてか。

振れの小さい振り子の運動は単振動として扱える

軽くなった分は何に対応しているのか。

こと、そして、測定した周期から、重力の加速度

が導けることなどを、学ぶ。結局、振り子の運

実験Ｄ・水の入ったビーカーを台はかりに乗せ

動は重力の存在に依っていること、また、位置の

て軽い物体を浮かべたときの全体の重量はどう変

エネルギーと運動のエネルギーなどの力学的エネ

わるか。重量は増えるか、減るか。この変化した

ルギーについても考察させる。

分は何に対応するか。

以上が物理・化学分野の実験であるが、次にそ
れらの実験に関するテキストを示す。

実験Ｅ同様に、重い物体が沈んでいるときの全
体の重量はどう変わるか。
この変化した分は何に対応するか。
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実験F、重い物体をスタンドに吊したバネバカリ
に吊し、台ばかりの上の水槽に浸したとき、バネ
バカリと台ばかりの値はどう変わるか。それぞれ
の変化した分の意味を考えよ。増減の値が同じに
なるか。

２電気抵抗とオームの法則

電流、電圧、抵抗の関係；オームの法則

オームの法則：「導体中を流れる電流の大きさは

その両端の電位差（電圧）に比例する」

考察：キーワードとして浮力、密度、水の圧力

I＝Ｖ／ＲＩ：電流、Ｖ：電圧、Ｒ：抵抗

実験上の注意実験に適した物体の選択

単位：アンペア（Ａ）ボルト（Ｖ）オーム（Ｑ）
また、Ｖ＝ＩＲ，Ｒ＝Ｖ／Ｉともおける。

レポート：以上の実験A-Ｆについて、それぞれの

実験結果に考察を書き、レポートを完成させよ。

器具：電流計、電圧計、直流電圧電源、巻線ニク

感想も書いて下さい。

ロム線、直線ニクロム線、リード線、抵抗、デジ
タルマルチメータ豆電球

授業計画：浮力についての実験授業の授業計画
を、問題提起、実験の順序、予想、まとめ等を考
え、小学校高学年向きに、作成せよ。使用する物

実験１．オームの法則を確かめる回路の基本図

体なども工夫せよ。

に０－１０Ｖの電圧を何点かで電流を測定せよ。

形式は特に指定しないが、以下の項目を含む様
にせよ。

(図１）に従って配線し、巻線ニクロム線の両端
電流値と電圧値をグラフに描いてみよ。比例して
いるか。ニクロム線が暖まることも確かめよ。

１）題目
電圧計

２）授業の目標

＋

３）使用器具
４）展開

電流計

５）授業実践に関する留意点

十／~、-

６）その他の注意

作成した授業計画書を実験のレポートに添えて
提出せよ。
具体的目標

学習活動

Ｖ

生徒への支援

1

ニクロム線

＝＋志藏蕾ii;『
電流Ｉ

２

Ｉ

①

３

電圧Ｖ
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実験２．ニクロム線の代わりに、豆電球を用いて、

値で、物体によって異なる。メートルを単位とし

実験１と同様な実験を行え。

たときの各種金属の１０（、．、）を表に与える。

豆電球の最大定格電圧以内で電圧のきざみを小さ

電気の良導体はｐが小さい。

くして測定し、グラフに描け。（第２図）
実験７．ノギス（キャリパー）で実験６の直線ニ

実験１，２から分かるように、電流が抵抗体を

クロム線の直径を測り、ＩＣの値を求めよ

流れると、熱や光が発生する。すなわち、電気エ

ネルギーの一部が抵抗で消費され、熱にかわる。

実験８．いくつかの回路用抵抗Ｒ１，Ｒ２，Ｒ3..

高熱になると光を出す。これをジュール熱と言う。

の抵抗値を各々測定し、次に、直列接続して、そ

の合成抵抗Ｒを測定し、Ｒ＝Ｒ,＋Ｒ２＋Ｒ３＋…と

実験３．抵抗に流れ込む電流と流れ出る電流は同

なることを確かめよ。

じか違うか、実際に確かめよ。

Ｒ，Ｒ２Ｒ３

実験４．ニクロム線の発生する熱や、豆電球の光
は、電圧や電流が大きくなるほど大きくなる。こ

Ｒ，

れを実感として確かめよ。

実験５．直接、抵抗を測れる装置、デジタルマル
チメーターで巻線ニクロム線の抵抗値、豆電球の

抵抗値を測り、実験１，２から導いた抵抗値と比
較せよ。

導体の抵抗値は一般にその長さに比例して大きく

実験９．いくつかの抵抗を上図の様に接続すると

なり、断面積に反比例して小さくなる

き、これを並列接続と言う。

Ｌ

合成抵抗Ｒは

Ｒ＝Ｐ－丁、'０:抵抗率（比抵抗)、Ｌ:長さ、

１１１１

Ｓ：断面積

＝

ＲＲＩＲ２Ｒ３．..、

実験６．直線ニクロム線の一端からの長さ10ｃｍ，

で与えられる。デジタルマルチメーターで合成抵

20ｃｍ..…の各点での抵抗をデジタルマルチメーター

抗を測って確かめよ。

で測り、長さに比例していることを確かめよ。
設問１導体に電圧Ｖ（ボルト）をかけて、電流

抵抗率Ｐは単位長さ、単位断面積当たりの抵抗

ギーはＷジュール発生し、ＶとIに比例する。

（各種金属の抵抗率とその温度係数）
企寓

ヘＩ

水型０Ｈ 何
タングステン．Ｗ

１．J⑫。Ｐ
３ＩＣ ｕ

ニウロム｡
コンスタンケ

Ｐ

０００００００

田

四度[て；
２２２２２２２

アルミニウムＤＡｚ

[且.、〕(P3

Ｗ＝Ｖ･Ｉまたは、Ｗ＝Ｒ･'2＝Ｖ２／Ｒと書ける。
Ｗは仕事率で単位は（ワット＝ジュール／S）で

〔。ご行司）

2.75ｘｌＯ■

４．２ｘｌＯ･■

１．６２ｘ〃

4.1×"

鏑.sｘＰ

0．９９ｘ〃

５．５Ｘ”

５．３ｘ"

00.6Ｘ■

ａ９ｘ、

１．７２頁灯

4.3ｘ〃

勇～１０ｌｘの

０．３～0.5ｘク

釣一

－０．０４～0.1'ｘ”

ｏＮｉ６０～６６．ＣＦＩ2～逗．PC覇－１０
－Ｑ５４，Ｎ：４６（混一付ｌ）

Ｉ（アンペア）が流れる時、１秒間に熱のエネル

ある。100ボルトの家庭電灯線で30ワットの蛍光

燈に流れる電流、及びその抵抗はいくらか。
設問２普通、電線は銅で出来ている。用いたニ

クロム線と同じ太さの銅線の抵抗は表の銅の低効
率の値を用いて計算し、ニクロム線の抵抗値と比
較せよ。
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設問３直列接続の合成抵抗ＲがＲ＝Ｒ】＋Ｒ２＋
Ｒ３＋….・となることをオームの法則を使って証

設問６この実験をおこなった感想を書いて下さ
い。

明せよ。

ヒント；合成抵抗の両端の電圧はＶ,電流はIであ

３レーザー光を用いた光学実験

るから、Ｒ＝Ｖ／Ｉ

一方、個々の抵抗の両端の電圧Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，…
と電圧Ｖの関係はＶ＝Ｖｊ＋Ｖ２＋Ｖ３＋…で与えら
れる。また、個々の抵抗を流れる電流は同じIで
ある。

レーザー光は強度が強く、指向`性や干渉性が優
れた単色光である。

ここで用いるのはHe-Neレーザーで、波長は6328
Ａ（オングストローム）である。

－０

１－－，－

レーザー光を正面から直接目に入れないこと。
(失明の危険あり）
１光の反射

異なる物質との境界で１部の光は反射する。
反射の法則：反射角は入射角に等しい。

ＷｗＬ

ｒ＝ｉ

識闘`並列抵抗の合慶抵抗は豈一豈十論
…．で与えられることを証明せよ。

２光の屈折

異なる物質に進入する光は境界で屈折する。
屈折の法則：ｓｉｎｒ，／ｓｉｎｉ＝、，／、２
，１，ｍは各物質の屈折率

ヒント；個々の抵抗の両端と合成抵抗の両端の
電圧は同じである。Ｖ＝Ｖ,＝Ｖ図＝Ｖ３．.…
一方、合成抵抗の電流}よ個々の抵抗を流れる
電流の和である。Ｉ＝I,＋12＋13……

丁

|k，
’
し

〒

師

設問５電流とは電荷の流れのことで、普通は電
子の逆向きの流れである。導体内のある断面を流
れる電流が１アンペアのとき、電荷が１秒あたり
１クーロン流れている。

電子１個が持つ電荷量はLO62x10-I9クローン
である。電線に１アンペアの電流が流れていると

き、その断面を１秒間に通過する電子の個数はい

実験１反射

くらか。

アクリル製ブロックの平らな面にレーザー光を

あてて、反射の法則を確かめよ。
－１７９－
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直線を引いた白紙の上にブロック平面を線に合

実験の配置図

わせて置く。光の通路を直角定規などを使って位

置を定め、白紙上に光線の筋道を画き、後で、分
度器で角度を測定する。

て､2を求めよ。

Ｕ

好一一一一一------..-

､,＝1.0（空気）としてもよい。入射角を大きく
すると良い値が得られる。

レーザー回折格子

スクリーン

実験３全反射

屈折率大の物体から小の物体に斜めに入射する
光は全反射を起こす場合がある。
アクリル層から空気層に進む光に全反射を起こ

させてみよう。

直角プリズムに下図のように光を入射し、プリ

ズムの底面に入射する角度を変え、屈折光が底面
に平行になる角度iｃ（臨界角）を見つけよ。
臨界角j値はｓｉｌＤｉｃ＝J／几２（r，＝90度）が成り
立つ。

Ｓｍｊｃを実測してを几2求めよ。実験２の結果
と一致するか。

回折格子拡大図

実験４スクリーン上の光点のＬとＸ１やＸ２を
実測しdやｍを求めよ。
、＝１のとき、上式の

－＞

ｓｉｎＯ＝x，／（Ｌ２＋x１２)'/２，
上式より。＝A／ｓｉｎ８，
これより、１ｍｍあたりの刻印数ｍ＝1／ｄ

３光の回折と干渉

が得られる。

回折格子（透過型）は１ミリメートルの間に数
十～数百の細かいスリットを並べた構造をしてお

てｓｉｎ０２を計算してdを導く）

、＝２の場合はどうか。（、＝2とし、ｘ２を用い

り、その各々のスリットを通って回折した光が互
いに干渉し合い、下式を満たすとき強め合い、ス

４以上の実験をまとめてレポートにせよ。

クリーン上に明るい光点が並ぶ。

５最後に、この実験の感想を書いて下さい。

ｄｓｉｎＯ＝Ｍｄ：刻印の間隔、、：次数、

入：光の波長、β：回折角

－１８０－

ｌ

入射点や出射点からｓｍｊとｓｉｒｚ７を実測し

□一一

ｎＵ）〈

実験２屈折
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江尻・松田・下謝名：小学校教員免許科目「理科教育研究」－カリキュラムの改善一

４振り子の実験

えられる。
重力の軌道接線成分ａは「

振り子の実験を行い、振り子の等時性（ガリレ

オ・ガリレイ）について考える（Isochronismof
Pendulum）
１．実験使う道具；重りは小球と大球、スタン

」

で与えられる。

重力の糸方向成分ｂは「

」

で与えられる。
4．成分aの働きは？

ド、太い釣り糸、ストップウォッチ、スケール、

成分bの働きは？

関数電卓

５．単振動（調和振動）について考察せよ。（下
実験１はじめ小

段の参考を参照）

球を用い、質量を

単振動の角振動数（角周波数）幻は（g／‘）＝

計る。糸の長さは

`Ｕ２で与えられる。

511

20ｃｍ、振幅５ｃｍと
する。１０回周期の

この時の角周波数の角度は上の０ではなく、－

周期を２斤（ラヂアン）とする角度である。振り

時間をストップウォッ

2LdDﾉｶﾚ

チで測定する。
実験２次に糸の
長さを20ｃｍづつ増

子の１周期をＴ、振動数はソとする。

*振り子の振動数(周波数)〃は，=☆又

は２汀ソ＝`Uである。

やし、１ｍまで測

Ｗ_

定する。

＊周期Ｔはどのような式で与えられるか。

実験３おもりの大覇
おもりの大球の質量を計り、同様に測定

導いた式を用いてＴを計算し、測定値と比較せよ。

する。

（g＝9.8ｍ／S2）

実験４振幅を２倍、

３倍にして、測定する。

(糸の長さ1ｍのとき）

６．おもりの最下点を基準にとって、任意の０に

対しておもりの位置のエネルギーを求めよ。おも

２．それぞれの測定から周期を計算する。

りの速度をvとすると運動のエネルギーはどうな

周期は重りの質量、振幅、糸の長さなどでどう

るか。

変わるか。

初めの角度を８０として全エネルギーを求めエ

周期と糸の長さの関係をグラフに描け。

ネルギー保存則を導け。
この式を使って最下点でのおもりの速さを求め
てみよう。

周期（Ｔ）

７．振り子の等時`性について考察せよ。

等時性とは何のこと？
８．この実験で学んだことや感想を書いて下さい。
糸の長さ（０）
９．次の間の答えをレポートに加えよ。

３．振り子のおもりにはたらく力を図を参考にし
て考察する。

ａ・振り子の振動が同一平面内で繰り返されるの

重りの質量を、、重力の加速度をｇとすると、
重りに働く重力Ｗは「」で与

は何故か。

－１８１－
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ｂ・地球上では、実際には、振り子の振動面が少

ているかということの現れで、現代の高度な科学

しずつ変化（回転）することが知られている。

技術社会のなかで、まるで、ジャングルの猿が、

これはどうしてか？

ジャングルの恩恵に浴するように、科学技術の恩

この現象を発見したのは誰か？

恵に浴していると言っても過言ではない。

従って、この様な状況にある受講生は、ここに
ｃ・地球上で起こる現象でb､とおなじ原因による

準備された諸実験を新鮮な感覚で受講している様

ものを上げよ。

である。例を挙げるなら、

参考：ふれの角度が小さいときの、振り子の運動

に載せた時の計りの目盛りが、その水中に、糸で

＊浮力の実験で、水の入ったビーカーを台計り
を単振動という。

つるした鉄球を浸したとき、増えるか、減るか、

ふれの角度８が小さい時x方向＝接線方向とお
ける。

又は不変か、と言う実験を自らやってみて、重力
の存在を認識する。

そして、ｓｉｎ８＝８（ラヂアン)、又は８０＝ｘ
とおける。

＊電気抵抗の実験で、ニクロム線と豆電球のタ
ングステンフィラメントの違いを実感する。

よって、運動方程式は、０＝ｘ／Zを使って

(器一堂宗一rとすれば）
●●

＊レーザー光の実験では、煙の中を通すと、レー
ザー光の光線が実視できる。

･●

「ｍｘ＝-mgsinO，ｘ==-(g／’）x」又は、
●●

＊振り子の実験で、ある受講生が、振れ続ける

●●

「ｍ８０==-ｍｇ８，０==‐(g／‘）０」

振り子を見て、「宇宙を感じる」と言うのを聞い
て、彼等の鋭い感受性に感心した。

で表される。（g／の＝②２とすれば

これらの授業は、全て、次週までに、実験をま

●●

ｘ==－`U3xとなり単振動の方程式を表す。

とめたレポートの提出を課しているので、受講生

単振動方程式の解はｘ＝ＡＳｍ⑩ｔとなる。

はかなり負担に感じていることも確かであるが、

ここに、Ａは任意の定数で、振幅を表す。

多くの受講生が、この授業をきっかけに、自分の

理科の苦手意識を克服したいと決意を述べている。
謝辞

このテキストの作成に当たって、石黒英治教授

(理科教育・物理学）の協力を得た。ここに、甚
大なる謝意を呈する。
受講生の反応

始めに書いた様に、教育学部学生の科学的関心
度は極めて弱く、受講生は、頭の中から科学技術
的内容の常識がすっかり抜け落ちた状態で教室に

現れる。例えば「乾電池の電圧は1.5ボルトです
が、家庭のコンセントには何ボルトの電気がきて
いますか」と言う質問に、指名された学生は答え
られず、次々に指名していくと10人目位で、百ボ
ルトという正答が得られる。

これは、いかに、科学技術に無関心な日常を送っ

－１８２－
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２）地学分野

こなすことになっている。多くの受講生にとって

ａ）天体のみかけの運動

は、授業時間内に等圧線を描き終えることは困難
で、もちかえり作業となる。その場合、新聞天気

ア）天球儀を用いて天球の曰周運動と太陽の年周
運動を理解する.

図の段彩を終えてから、等高線を描く作業を再開
するよう勧めている。－カ月分の新聞天気図の段

天体のみかけの運動を実感をもって理解するに

彩を行ったあとは，受講生は自作天気図の等圧

は、年間を通じて、また様々の緯度・経度におい

線も各自で比較的容易に描くことができるように

て、実際に太陽や星の位置を観測する方が良いこ

なる．

とは当然であるが、授業時間においてそれを行う

ことは不可能である。そこで、天球儀を用いて、

ｃ）サンゴ礁の砂の観察

それに準ずる作業を行う。実際の作業には山口機

沖縄のサンゴ礁に見られる砂は、炭酸カルシウ

械株式会社製ＡＭＹ天球儀を用いている。作業の

ムの生物殻の破片を主体とした、いわゆる生物源

内容についてはテキストにゆずる。

堆積物で、石灰岩の初源的状態である。このよう

イ）星座早見は天球をどう表現しているかを知り、

は海浜砂として自然状態で見られるほかに、コン

な砂は、日本本土では通常見られないが、沖縄で

星座早見を作成する。

クリート骨材や校庭・公園・競技場の砂として普

天球儀と異なり、平板である星座早見では、な

通に見られる。この砂が、珪酸塩鉱物を主体とし

ぜ星座の形が歪んだり、南空の星座が大きく表示

たいわゆる「日本本土のふつうの砂」と起源や性

されるか、地平線の形がどうして卵型になるのか

質が大いに異なることを実感させる。まず、ルー

をイメージ化させる。当初は計算により地平線の

ペを用いて砂粒のスケッチをしたあと，起源生

作図をさせていたが、天球の三次元的イメージを

物の乾燥標本を観察させ、どの生物に起源する砂

もたないまま機械的に計算して結果だけを出す受

粒であるかを明らかにさせる。

講生が多いため，天球儀の地平線から必要な数
値を読み取り,それにもとづいて作図させること
にした。これでは誤差が大きいため、実際の星座

受調生の反応

早見の作成に際しては、計算値を提供し、希望者

受講生の最大の不満は、「もちかえり作業の量

には計算法を紹介している。その後、星図のみ提

が多い」「ほんとうにたいへんだ」ということに

供し，各自で用意した材料で授業時間外に製作

ある。しかし、ひとつの概念・イメージを形成す

した作品を提出してもらい、コメントをつけて返

るために、それぞれのテーマについて、一連の内

却している。

容を途中でやめることはできないと話して、譲ら

ずに10年以上続けてきた。

ｂ）天気変化と天気図

最も好評だったのは「砂の観察」で、微小な生

簡単に高気圧・低気圧・前線の説明をしたあと、

物の複雑で美しい形は驚きと感動をよぶようであ

気象通報にもとづく天気図を作成する。その際、

る。環境悪化でこれらの生物の減少や死滅を心配

おおまかに等圧線のパターンがまちがっていない

するコメントを記した受講生は多い。

ならば、細かいことにはこだわらないことにして

「天体のみかけの運動」での星座早見の作成も

いる。気圧配置の変化については，各自で集めた

好評で「今後も星を見てみようと思う」という受

連続一カ月分の新聞天気図に段彩をほどこす作業

講生は多い。中堅の現職となった卒業生にお会い

した場合、「星座早見をまだもっています」「こわ

を行わせている。

配布資料の天気図用紙には，表にしたデータ
とそのときの重要な等圧線をあらかじめ記入して

れてしまって残念です」などと最も話題にのぼる
課題である。

いる。このような資料を20とおりほど用意し，

最も不評なのは天気図の作成であるが、この課

受講生どうしで議論しても，各自異なる課題を

題ではじめて新聞天気図の存在に気付き「新聞天

－１８３－
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気図をみてその日の天気を考えるようになった」
という学生は多い。
学期終了時に、「来学期の受誰生には、この課
題を続けるべきか、もっと減らすべか」と問うと、

大多数の受講生は「続けるべきだ」と回答してく
る。これらの内容を支持する意見の共通の特徴は、
地学的世界にふれるきっかけになったというこ

とと、そのための手製の資料・道具が手元に残っ
たという事実と達成感にあるようである。

－１８４－

江尻・松田・下謝名：小学校教員免許科目「理科教育研究」一カリキュラムの改善一

理科教育研究テキスト（地学）担当松田伸也

ａ）天体のみかけの運動
天球儀もしくは星座早見盤を用いて以下のことがらに答えよ。数値はすべ
て星座早見鰯のめもりを使用して読み取ること。ある程度の誤差が生じるこ
とは仕方がない。

猿.に注記がな』1限ｌ－ＪＬ緯35度１東経１３５度の地点での場-台とす_る

くＩ

東の地平線近くに見える星座は
西の地平線近くに見える星座は

１１１

ｌ）今日、夜８時，天頂に最も近い星座は

２）４月１５日夜9時，
１１１

天頂に最も近い星座は（

東の地平線近くに見える累座は（
西の地平線近くに見える星座は（
知っておきたい旱
），おとめ座の（

うしかい座の（
しし座の（

３）７月１５日夜９時
１１１

天頂に最も近い星座は（
東の地平線近くに見える星座は（

西の地平線近くに見える星座は（
知っておきたい星

１１

くく

さそり座の（），こと座の
わし座の（），白鳥座の
夏の大三角（）（）（

）

おりひめ星は（），ひこ星は（

－１８５－

１１１

４）１０月１５日夜９時
天頂に最も近い星座は（
東の地平線近くに見える星座は（
西の地平線近くに見える星座は（
知っておきたい星南の魚座の（
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５）１月１５日夜９時
１Ｊ１

天頂に最も近い星座は（
東の地平線近くに見える星座は（

西の地平線近くに見える星座は（

知っておきたい星
冬の大三角（）（

冬の大六角（），（

），（

（），（

１２月２４日のオリオン座のリゲルの沈む時刻

）

３月２４日のオリオン座のリゲルの南中時刻（
３月２４日のオリオン座のリゲルの沈む時刻（

１１』

３月２４日のオリオン座のリゲルの出る時刻（

１１１

１２月２４日のオリオン座のリゲルの南中時刻

），（
ＩくＩ

６）１２月２４日のオリオン座のリゲルの出る時刻

）

）（

１）～６）から、ある恒星と太陽のなす角度は、日々刻々と
（）ことがわかる。

７）朝４時半に、シリウスが東の地平線に見えるのは（

）

この問題の由来は
）

（

まとめ

天球：恒星が固定配簡されている球。便宜上仮定する思考モデル。中世
ヨーロッパの宇宙観では、実在すると思われていた。
天球蟻天球と極軸，天球の日付ぬもりと時刻盤

星座早見盤上盤に時刻めもりと地平線、下盤に日付ぬもり，星図
どちらも月と惑星は記入されていない
星の位置，時刻．日付の３者に対応関係がある
時刻と日付が決れば星の位置が決る・・・星座早見
星の位置と時刻が決れば日付が決る・・・暦
星の位置と日付が決れば時刻が決る・・・時計

子供たちに星の観察をさせる時には、目的の星が、ちょうど良い時刻に見

－１８６－
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える時期を選びましょう。そういう予定をたてるときに、天球儀や星座早
見盤は、大きな威力を発揮します。

８）以下の日付のおおいぬ座のシリウスと太陽の南中時刻と南中高度を
天球儀もしくは星座早見盤のめもりを使用して読み取れ。

南中：ある天体が天頂（頭の真上）より南側で子午線上にくること。
つまり、真南にくること。

シリウス

太隠

南中時刻・南中高度

南中時刻・南中高度

●●●●●

１１１１１１１１１ＪＪ１

００

くくｌくくくＩくくくくく

１１１１１Ｊ１Ｊ１Ｊ１Ｊ

くくくくくくくくくＩくく

、、、、、、、、、、、、

『’一勺Ⅱユ勺１Ｊ『Ⅱ▲勺Ⅱ△勺ⅡＬ『Ｉ上名ⅡＬ勺Ⅱ▲＄０コ『Ⅱユ勺０（

［】叩Ｈ【］叩】［］ＭＨ、［］［］叩】［］叩目、［Ｈ［叩［］［】ＭＨ［】叩旨［咄［］［】叩Ｈ

１２３４５６７８９ｍｎｍ

月月月月月月月月月月月月

●

●

天球儀から読み取る数値には誤差がある。それを考慮して，得られた結果か
ら次のことが見てとれる。
太陽の南中時刻は、毎日大体（）時ころで、系統的な変化は
（）。太陽（厳密には「平均太陽」）が南中して次にま
た南中するまでの周期は（）である。

シリウスなどの恒星が南中する時刻は、－ケ月（約３０日）たつと、
（）ほど（）なっている。このことから、恒

星が南中し次に南中するまでの周期は（）である。
1大隔日とは

１恒星日とは
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まとめ

恒星のみかけの運動は天球の日周運動と太陽の年周運動の合成
天球の日周運動と１恒星日
太陽の年周運動と１回帰年
天体恒星
惑星

９）７月７日，夜８時天頂に最も近い一等星
）〈

）

）（

）

８月７日，夜８時天頂に最も近い一等星
・七夕祭はどちらがよりふさわしいか（

）

１０）あるさそり座（１０月２１日～１１月２０日）の人の誕生日が１１月５日
11月５日に太陽は何座にあるか（）
１２月５日に太陽は何座にあるか（）

１１月５日にさそり座の中央部が南中する時刻（
１２月５日にさそり座の中央部が南中する時刻（）

古い暦と現在のこよみのずれについて、一考を要す
１Ｊ

11）占星術でのあなたの星座（うまれの星座）は？（
あなたの誕生日は？（
・あなたの誕生日にあなたの星座が南中する時刻（
，あなたの誕生日の－ヶ月後にあなたの星座が南中する時刻

）

（

）

・占星術では「さそり座の生まれの人」とはどういう意味か。
）

12）以下の日の日の出と日没の時刻、太陽の赤緯と南中高度を求めよ。
日の出

南中高度赤緯

０

Ｊ１１Ｊ

●

く！ｌく

１Ｊ１Ｊ

－１８８－

くくくく

１１１Ｊ

くくくく

９月２１日

１２月２１日

日没
１１ｊｊ

６月２１日

くＩＩく

３月２１日
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緯度と赤緯と南中高度にはどのような関係がありそうか
（

）

ｊｊ

１３）夜９時に北斗七星の中央が高い位置で北中するのは（
夜９時に北斗七星の中央が低い位置で北中するのは（
北斗七星のひしゃくの柄の末端にあたる星は、
北緯45度の地点では、（周極星出没星）である

北緯40度の地点では、（周極星出没星）である
北緯35度の地点では、（周極星出没星）である

北緯30度の地点では、（周極星出没星）である
北緯25度の地点では、（周極星出没星）である
南九州や沖縄に於て、子供たちに北斗七星の観察をさせるのに最も
不適当な季節は（）である。

'４）以下の地点での天の北極（北極星で近似する）の高度をよみとれ。
北維45度の地点（

北緯４０度の地点（

北緯35度の地点（
北緯30度の地点（）
北緯25度の地点（

緯度と天の北極の高度にはどういう関係がありそうか
）

（

１５）天球儀を用いて、下記の緯度の地点でのそれぞれの日の日の出と日没の
時刻と太陽の南中高度を求めなさい。読取った数値には誤差があるが、お
おまかな傾向はわかる。〈この場合、時刻はその地点の地方時でしめすこ
とになる）

地方時：その地点で平均太陽が真南にみえる時刻を正午とする時刻

どうしてクリスマスは１２月２５日なのだろう。何がめでたいのだろう
その理由を実感してみよう

－１８９－
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北緯５１度（ロンドン）

日没太陽の南中高度

日の出

Ｊ１１
Ｊ１Ⅱ
１１１

Ｉくく

１日

Ｊ１１

日

くＩく

１１Ｉ

日

くくく

日没太陽の南中高度

日の出
ｌくく

１１２

１２

２２月

９月

１Ｊ』

北緯９０度（北極点）

くＩく

１２月２ １日

１Ｊ』

くくく

９月２１ 日

６月

日没太陽の南中高度

日の出

６月２１ 日

くくく

北緯７０度（ナルビク）

１Ｊ～

１Ｊ１

１日

！くく

Ｉくく

１１２

２２月

６９１

月月２

日

Ｊ１１

日没太陽の南中高度

北緯６３度（トロンヘイム）日の出
日

くくく

１２月 ２１日

１Ｊ１

９月２ １日

くくく

１Ｊ１

！くく

６月２ １日

１６）東経135度の地点でシリウスが南中しているとき、

･東経123度の与那国島でほぼ南中状態にある一等星は（

）

シリウスは子午線より（）にある。

･東経146度の納沙布岬でほぼ南中状態にある一等星は（

）

シリウスは子午線より（）にある。

日本標準時：明石（東経135度）で平均太隈が南中する瞬間を正午とす
る時刻

１７）天球儀から以下の恒星の赤緯・赤経を読み取れ。また、その恒星の春分
の日の南中時刻を求めなさい。
赤緯

１１１Ｉ

分分分分

くくくく

１Ｊ１Ｊ

時時時時

０

り

くＩくく

●０●●

分分分分

－１９０－

春分の日の南中時刻
１１１１

くくＩＩ

Ｉ１１１

時時時時

くくくく

。●ＣＯ

デネブ

．、８ＪＬ○０〃、Ⅱ〃、、■〃

レグルス

度度度度

シリウス

くＩくく

春分点

赤経
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ある恒星の赤経αと春分の日の南中時刻Ｔの間には
）という関係がある。

（

１８）１９９６年７月１６日木星の赤緯・赤経は２３度０３分．１８時４９分

この日の木星の南中時刻は（）
この日アンタレスの南中時刻は（）
１９９８年７月１６日木星の赤緯・赤経は０２度００分
この日の木星の南中時刻は（
この日アンタレスの南中時刻は（

）
）

Ｊ１

恒星は天球上の位置を（

２３時５５分

惑星は天球上の位遺を（

１９）市販されている星座早見に惑星が表現されていない理由は何か。
（）

２０）手元の天球儀を、北緯３５度の地点で秋分点が南中した状憩におき、そ

の状態を維持したまま以下の数値をよみとれ。

`赤経１２時の経線（時角００゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
`赤経１１時の経線（時角１５°の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
・赤経１０時の経線（時角３０゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度

･赤経09時の経線（時角４５゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
･赤経08時の経線（時角６０゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
・赤経０７時の経線（時角７５゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
“赤経06時の経線（時角９０゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
･赤経05時の経線（時角105゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
・赤経０４時の経線（時角１２０゜の線）が地平線と交わる点の赤緯はく）度
・赤経03時の経線（時角１３５°の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
・赤経02時の経線（時角150゜の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
・赤経０１時の経線〈時角165°の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度

・赤経００時の経線（時角180°の線）が地平線と交わる点の赤緯は（）度
結果を別紙の極座標系にプロットし￣fi2L人_LLZ皇点之

－１９１－
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このようにして読み取った数値を用いて星座早見の地平線を描くことがで

きるが、それでは誤差が大きいので、やはりきちんと計算した方が良い。

２１）北緯25度と北緯55度について、２３）と同様な作業により、前記の別紙に
地平線を描いてみよ。読み取った値と計算値をくらべてみよ。

地平線の赤緯

（）度

北緯２５度

北緯５５度

読取り値計算値

・時角１２０。（
・時角１３５゜（

・時角１５０。（

・時角１６５。（
・時角１８０゜（

１１Ｊ１１１１Ｊ１Ｊ１Ｊ』

・時角１０５。（

くくＩくＩくくＩくくくくく

・時角９０゜（

１１ｊｊＪ１Ｊ１１Ｊｊｊ』

・時角７５°（

く！くくく！くくくＩくくく

・時角６０。（

１１１Ｊ１Ｊ１ＪＪ１１ＪⅡ

・時角３０。（
・時角４５゜（

くＩくくくくくくくくくくく

・時角１５°（

１１ｊｊ１１１Ｊｊｊ１Ｊ』

・時角００°のとき（

読取り値計算値

２２）あなたの出身地の地点の地平線の赤緯を正確に計算して、その地点専用

の星座早見を制作しなさい。また、経度が明石と異なる場合、その地点と
明石との経度の差による天体の出没や南中時刻のズレを補正する処置（時
角修正）を、その星座早見に施すこと。（ヒント：上盤カユ下盤のめもり
を少し変化させる。）

あなたの出身地は？（）県（）郡・市
（）町・村

１Ｊ』

－１９２－

分分度

10進法で小数点以下表記すると北緯（〉度、東経

くくＩ

地図帳でその緯度を調べてみると北緯（）度
地図帳でその経度を調べてみると東経（）度

江尻・松田・下謝名：小学校教員免許科目「理科教育研究」－カリキュラムの改善一

し１

６′

１

Ｃぞ
￣

令／

，

一一
〆

’

〆

／

／

臼田

へ
、ふ

／

ｍｎ

臼

｡

Ｍ１ｌ１ポノ叩ノノ

Ｉ

八(

、

／
田

へ

↑
税

へ～
～

夕

ろ

へ

多

，

L卜
ざ

６

地平線の作図

193

０１５ｉ３０ｉ４５６０’７５ｉ９０１０５：120
１３５’50

１６５180

●ｂｂＣＢＳ■ｂのけ中中U■凸十

】②』

34.0724：35.0000

35.0606360000

36-0500：37.0000

ＤＩＯｐＰ●Ｄｐ０ＤｊＳロロロロ｡■｡￣｡‐Ｃ凸中一寺１．１．－，－③.｡－。｡.－°Ｃ--

37.ＭＯ５ｉ３８･ＯＯＯＯ

38.0322；39.0000
..･…………･…･…….i･……………..……

…..-……--.---.--…÷－.‐…･－.小一h.-…，

39p250i40､0000

４０.O191i4LOOOO

…･･･-.-.----…十一･…………－－

41.0143：42.0000

…･…･…･････…････…･；･……..…･……-…-.

42.0106ｉ43.0000

.…－－－－.~－．－１帷峠..…,……￣…￣

43.00821盤.0000

軋.0070：45.0000

--………･-..----や…･…………-.…･…釦

45.0070ｉ鮒.OOOO

◇……｡｡･･ＤＢ￣･巳｡..｡…。；…~…ﾛ･･!'.．.Ⅱ…..….〒

46.0082；47.0000

47.0107ｉ48.0000

４８蟻0143；49.0000

.｡｡ｃ･ロロ■・・ロロロロロロロ・ロｃ･－｡・一・｡｡ロ■･・・・ゼロヶ中？・－．－．－－－．．－

49､0192150.0000

50.O252i5LOOOO

51.0325：520000

52.0409153.0000

…_.……...………….４.……←.….……….-

53p505i540000

54.O613i550000

55.073356.0000

56.08Ｍ57.0000

57.100758.0000

58.116059.0000

59.132550.0000

60-150161.0000

61.168762.0000

62.18桝63.0000

63.209164.0000

64230765.0000

⑩（。）ＣＯＳ①／ＣＯＳＴ 1.000000.96593：086603’0.707110.500()0025882：0.00000-025882－0.50000 -0.70711-086603 -096593－1.00000

jil＆ｋｕＴ(。

緯度ごとの地平線（計算値）

黒弗汁繩鐸魂怖巽詑鯛鰯謡麟

江尻・松田・下謝名：小学校教員免許科目「理科教育研究」－カリキュラムの改善一

ｂ）天気の変化と天気図

嘘幾三菫鬘董三：－．５二雛
１）プリントの左方にある各地の天気・

／、
～ノ

;:鰍::ｗ』Ｆ１鯛
／、
凡ノ

気圧・気温は右のように記入．

鉛筆書きは不可．なるべく黒でない（できれば青・赤も避けた方がよい）ペンで書
くこと．

２）海洋ブイ・船舶からの報告は、北縄・東経の数値に基づき観測点の位置を天気図用
紙上に正確に定め、上述の各地の天気と同様に記入する．プリントでは，データの
一部が漁業気象の欄にもはみだしているにで，それも忘れないように．

３）漁業気象の欄のデータに基づき高気圧・低気圧の中心の位置および中心気圧の数値
を記入する．

漁業気象の欄の低もしくはＬは低気圧，筒もしくはＨ１ま高気圧を
意味する．この欄のデータは以下の例に準じて読み取ること．
（例）

低・５９，１１９９９０ｍｂＥＮＥ２０ｋｍ
おんだん５４，１１９～５３，１３０
かんれい５４，１１９～４９，１１４

北緯59度・東経119度に990mｂの低気圧があって東北東へ毎時20kmで移動し

ています．温暖前線が北緯54度・東経119度の点から北緯53度・東経130度
の点に伸び，寒冷前線が北鱸54度・東経119度の点にから北緯49度・東経114
度の点に伸びています．

(注意）前線にはこのほか閉塞前線・停滞前線がある．記号は資料参照．また、
途中から閉塞前線が寒冷前線に,寒冷前線が停滞前線に移り変わる場合もある

（４）等圧線を２ｍｂ間隔でひく．等圧線は鉛筆で下書きをして，下書きが完成したら必

－１９５－
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ずインクで墨入れをすること．１０ｍｂごとに等圧線を太くするとわかりやすい天
気図になる．等圧總をひきおわったら，必ず段彩をすること．等高線に従って色分
けされた地図をおもいうかべると良い．
配られたプリントの天気図用紙のなかには，それぞれの天気図で基本となる一本の
等圧線の通る点が記入されており，それらの点はとりあえず直線でむすんである

（みえにくいところもあるので注意）．その等圧線の気圧は天気図用紙の欄外に書
いてある．

段彩は以下のようにする（２４色の色鉛筆が必要）．

lO14-1016mb

1004-lOO6mbだいだい色

lO16-1018mb

1006-1008mｂ桃色

lO18-1020mb

1008-1010mｂ肌色

lO20-1022mb

1010-10ｌ２ｍｂ黄色

1022mb以上

色色色色色
緑水青藍紫

l004mb以下赤色

lO12-IOl4mb黄緑色

2．新聞天気図のとりあつかい

３０日分の天気図と衛星写真の部分をきりぬきＢ４版の用紙に日付順にバランス良
<ならべてしっかり糊づけする．それをゼロックスコピーすること．

原図（新聞天気図そのもの）では，高気圧・低気圧の中心にそれぞれ青・赤でＸ印を

つけ，寒冷前線・温暖前線をそれぞれ青・赤でなぞる．閉塞・停滞前線には紫を使用
する．雨域（前線の近辺・低気圧の中心付近）を緑色に塗る．
ゼロックスコピーの天気図は上述の自作天気図のように段彩をする．

提出物

自作天気図（配られたプリント）

高気圧・低気圧・前線・雨域に色付けした新聞天気図３０日分ひとそろい
天気図のゼロックスコピーを段彩したもの３０日分ひとそろい

自作天気図の等圧線をひくことは慣れないひとにはたいへん難しいので，新聞天気図の方
を先に取り扱うことを勧めます．そうすると，等圧線のパターンに慣れてくるでしょう．

－１９６－
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ｃ）生物源堆積物サンゴ礁の砂
産地：石垣市白保、海岸から５００m沖、アオサンゴ密集部

渡された試料の砂粒は、ほとんどが炭酸カルシウムでできた生物殻もしくはそ

の破片である。十数種の異なる生物粒子を識別しの砂粒をスケッチせよ。観察に
はむしめがねをもちいるのが良い。図で表現しにくい特徴は文章で記述すること。
はじめ鉛筆でえがいてよいが、最後に黒インクで仕上げること。
－）どの試料びんにもはいっていると思われれるもの
１．有孔虫（殻をもつ単細胞動物）
バキュロギプシナ（いわゆる星砂）
カルカリナ（太陽の砂と言う人もいる）

マージノボラ（銭石と呼ばれ、円板状）
ホモトレマ（赤色で不規則な形）
その他

２．二枚貝の破片複数種見られるはず
３．巻貝の破片複数種見られるはず
４．ウニのとげ・殻の破片

５．サンゴモ（紅藻類）（白色でチョークのようにガサガサした感じ。棒状）
６．サボテングサ（緑藻類）（白色でチョークのようにガサガサした感じ。平
板状で内部に隙間がある）

７．サンゴの破片（白色でやや半透明な感じ。不規則なかたちただし、アオサ
ンゴの破片は胃みをおびた灰色。）
１８９
一一

わずかしかなく、びんによってははいっていないもの

．ケムシ（枝状・棒状・網状の形で丸いあながある）
カニのつめ

その他さまざまな生物殻が含まれている可能性がある。かわったものがあれば、
記録しておくこと。
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う。なお、授業実施にあたっては他の分野と異な

理科教育研究（生物）
担当下謝名松榮

り授業内容の観点から受講者の独創性を生かすた
めにテキストは作成していない。参考までに受講

授業内容の設定にあたって

者のレポートの中から観察学習に基づいて作成さ

理科教育研究の科目は、小学校（生活科を含む)、

れた学習指導案の試案を資料として褐戦した。

中学校の授業理論と実践に関する理科教育科目の
一つである。それ故本授業では、小・中学校理

(a）理科教育

科学習指導要領に示された理科の目標や内容と現

(1)教育課程と理科教育の目標

場における授業実践の現状と課題及び教材開発等

(2)幼稚園の｢芽ばえ｣の教育と小学校１，２年の

の研究をし、それらについての講義を行う。

生活科の｢気づき」の教育、さらに中、高学年の

新学習指導要領の理科の目標をみると、小学校

｢理解｣の教育について

では｢見通しをもって｣、中学校では「目的意識を

(3)幼児(園児)、児童・生徒の発達と自然認識お

もって｣の語句が現行の｢観察、実験｣の前に挿入

よび理科の内容とのかかわりについて

された他は現行のと全く同じである。新しく挿入
された語句の意義については講義の中でふれる。

毎学年度、最初の授業時間に、琉球大学キャン

ここでは１日、現行、新学習指導要領を通して小、

パス内にみられる身近な植物と小動物等約50種ほ

中、高等学校一貫して記されてきた共通目標に

どを教室に持ち込み、自然の事物に対する受講者

｢観察、実験を行い｣と「自然の事物・事象につい

の認識(実態)調査を行っている。平成11年４月１６

ての理解｣とがある。

日の調査結果によると植物・動物共に種名まで正

観察実験をとり入れた授業の減少と抽象的な学

確に同定できたのは15％以下と極めて低く数値の

習内容及び内容量の増加等とが相まって考察力、

比率は毎回大差はみられない。（b)～(｡)の授業内容

問題解決能力、科学的な思考力の低下を助長させ、

の設定が受講者の自然の事物に対する認識の低さ

かつ理科への興味、関心を薄れさせ、理科離れを

と観察技法の弱さにも起因していることは言うま

生じさせた要因の一つであることは多くの人から

でもない。

指摘されていることである。理科教師にとってよ
り高度な観察、実験の知識と技法を身につける

ことが不可欠であることは理科の目標からみても

（b）昆虫の分類

生活科の教科目標で求められる視点の一つに自

分と身近な社会や自然との関わりについて関心を

明らかである。

さらに小、中学校においては新学習指導要領が

持つこと、３，４年の学習内容の｢生物と環境｣の

実施される平成14年４月１日から新たに｢総合的

中での学習の対象となる小動物の分類群で昆虫の

な学習｣の授業が導入され｣､学校で105～110時間、

占める割合は著しく高い。受講者の中にも昆虫類

中学校で70～130時間実施される。真の｢生きる力」

と蛛形類の識別もできない学生もみられる。ここ

を育てるために創出された総合的な学習の時間は

では昆虫類の形態的特徴を深く理解させるために、

国際理解教育、環境教育、情報教育、自然体験学

真正クモ類と対比させながら両群の相違点につい
て詳細に観察し、レポートを作成させる。昆虫類

習やボランティア活動等に充当される。総合的な

学習の授業計画、立案、実施等にあたっては組織
体である学校全体で行うことが望ましいと考えら

れる。しかしながら現行の環境教育や生活科の導
入後の経緯からして｢総合的な学習｣の導入にあたっ
ては環境教育や自然体験学習等の内容からみても
理科の担当教師の担う役割も大であり、むしろ積
極的にかかわる必要があろう。

上記のことを鑑み、下記の内容の授業を４回行

の分類学的な学習は本授業で行う。レポートのス

タイルは独創性を生かすために各学生に一任する。
に）校庭の小動物の分類

小学校低学年と中学校の理科の内容で、身近に
みられる'１､動物として教科書に頻出する動物の分
類群の多くは校庭や公園内でみられる種類が大半
である。ここでは総合的な学習の授業実施をも考

－１９９－
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慮して自然観察路の設定も見据え、野外での観察
学習も取り入れた授業を行う。また受講者の構成

をみて、中学校理科｢生物界のつながり」の単元の
生態系や食物連鎖の学習内容の土壌動物について

の観察学習を行う。
小学校での小動物の観察学習は、中学校におけ
る分類、生態及び進化の学習へと深化、拡張して

いく大事な学習の一つである。本内容の授業実践
にあたっては沖縄の生物を教材に十分に取り入れ
ていけるような資質を身につけさせるための授業

構成である。レポートの良し悪しは別にして授業

で学生が作成した土壌動物の検索図表と学習指導
案の試案を資料として添付した。
(｡）河川の小動物の分類と生態

沖縄県下の多くの小、中学校でも文部省や各市
町村教育委員会の環境教育研究指定校としての研
究をし、これまでにも多くの成果が報告されてい

る。本授業では現行の学習指導要領でも強く叫ば
れている環境教育と新学習指導要領の総合的な学

習の授業実施に向けての内容の検討と実践力を身
につけさせることをねらいとしている。環境教育

で大事なことは知識もさることながら個々の児童・
生徒の実践力の高揚にある。
普通環境教育即グローバルな事例（話）へと走
りがちあるがここでは生活圏内にある汚染の進ん

だ沖縄島の南・中部の河川と自然度の高い（水質
階級Ｉ～Ⅱ）北部の河川に生息している水生の小
動物を教材にしてそれらの検索図表の作成をさせ
る。分類学習と併行して生態についての学習も行
い、指標生物としての水生動物の役割やそれらを

用いた水質判定の技法等について演習を行う。

（注)各校種における理科学習指導計画の立てか
たと学習指導案の書き方については上記(b)～(｡)の
中で随時おこなう。
参考資料

亀井浩明他２編箸，１９９７：中教審答申から読む２１
世紀の教育株式会社ぎようせい
文部省，１９９８：幼稚園教育要領

文部省，１９９８：文部省告示小学校学習指導要領
文部省，１９９８：文部省告示中学校学習指導要領
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資料Ｉ

土壌動物の学習指導案

Ｌ単元名人間と自然
2.単元目標

（１）自然現象への関心･意欲･態度

、身近な動･植物の観察から生物間の関係を理解させる。

、生物と自分たち人間や地球全体との係わりあい方について関心を高め､自然と人間の調和
について考えることを学ぶ。

(2)科学的な思考

0観察･実験をとおして､食物連鎖や生物浪縮などの物質循環のしくみを学ぶ。
､上妃のことを正しく理解できるための化学的知識の補充を行う。
､人間と自然との調和を考えられる豊かな思考を育成する。

(3)観察･実験の技能･表現

Ｏ身近な動･植物を注意深く観察し、その特徴を的確に表現する（スケッチも含む)ことができ
るようにする。

０理解した事柄を工夫して､他者に分かりやすく発表することができるようにする。
（４）自然現象についての知識･理解

Ｏ生物間の共存関係､生物と人間との関係､地球全体での生命との関係について知識を広げ、
その理解を深める”

3.単元について
（１）教材観．

この単元では生物と生物､生物と地球というように大きなスケールで物事や現象を見ていく
ために､授業が図やグラフなどによる説明に片寄りがちである。このようなものだけに頼らず

に､身近な生物を使っての実験･観察や､地域の環境問題などを取り上げて､生徒が参加する授

業作りをする必要がある。
(2)生徒観

近年環境に対する連動が広がっており､生徒の中にもテレビ等でこの単元の目標となるよう
な知識や関心を持つものがいると思われる。しかし､実際に自分で調査･実験を行った生徒は
いないと思われ､せっかく手に入れた知識や芽生えた関心が完全に定着しきっていないと考
えられる。そこでこの単元では生徒達に自分の手で自然を観察し､考察させることが重要とは
る。

(3)学習観

身近な生物を中心に､まずは小さなスケールの生物間の関係について理解させ､それを他の生
物間の理解につなげるようにする。観察・実験につかう姫物は生徒らでも採集可能なものを
設定する。

4.指導計画「人間と自然」（8時間〉

(1)生魍系と食物連鎖(3時間)‐－．．．－．…・‐・－．【本時2/3】
(2)生怨系の物質循環とエネルギーの流れ(2時間）
(3)人間と自然(3時間）
5.本時の学習
（１）題材名土壌生物の分類
（２）総括目標土壌動物の観察を行い、その分類ができる。
（３）具体目標
①自総現象への関心･意欲･態度
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､土壌生物を触ったり、顕微鏡で観察し、その特徴を探したり教師に質問をしてくる。
､グループの中で相談しあい、意見をまとめることができる。
②科学的な思考

、検索表を参考にして土壌生物の特徴をつかみ､正しく分類をすることができる。
③観察･実験の技能･表現

＠実体･光学顕微鏡やルーペなどの実験用具を用いて､その生物の特徴を発見することができる。
、重要な特徴をスケッチすることができる。

④自然現象についての知識･理解

、土壌生物には観察したような多くの生物がいることを知る。
、それぞれの土壌生物の種類やその形態的特徴を知る。
（４）準備物

ピンセット(人数分).ルーペ(人数分).ケント紙.検索用プリント(人数分).実体顕微鏡(グル
ープ分)･バット（グループ分>・ミクロメーター（グループ分).マイクロメーター(グループ分)．
３０ｍ物差し.ペトリ皿.柄付き針(人数分>・ピペット小瓶(グループ分).あらかじめ採集して
おいた土壌生物のサンプル(液浸標本>・エチルアルコール．

(5)展開

劇 MIDI 鱒 将

１一

Ｘ薊

遡腫

:従q）lMi勤 ﾉＩ 将

》へ

､前時の学習内容を確認する｡(質 ､教科書やノートを見て前
問）
時の学習内容を確認する。
@本時の実験の目的を知らせる。
教科書や板書で土壌動物の分解
者としての役割を簡単に説明。

､教科書や板書を見て､実験
内容や目的を確認する。

Wii巧･許 血

O教科書やノートを開いて

確認しようとしているか。
X関･意･態

､実験器具の使い方及び方法を説 ､説明や板書を見ながら､実 ､実験方法を理解しようと
明する。
験方法を理解する。
しているか。
K関･意･態

91つの土壌動物を例に、どのよう’0説明をBｉ
醜拐キワーＣ刀、、穣

図表の侭

ＤＴＬａＡＦＦエロで

P疑問を聞き、’＠分2
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､分類した土壌働物間の食物迎倒、観察した動物の特徴から」、分類結果や身体的特鑑士
のかをP」貸ＩＦｸﾘTm錘

の考凡を発表すＩ、自分たち@
Ｔ】＝矛ロー詞

0用意した文献を便

0文献から土壊動物の食性’＠文献を催
【INJ

まと塗

O生徒の発表や文献を引用しなか ､説明を聞いたり､板谷を取 O話を聞いて､理解しようと
ら土壊動物の食物迎鎖について り､調べた内容と照らし合 しているか。
講義する《，
わせる、
H関･意･態
､片付けの指導

､片付ける

Ｃｌきちんと片付けている力

､次回の授業の予告

９プロチャート
START

人

及闘

鼓を

－２０３－
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Ｔｌｉ鯛小ｌ＋ｌまとめ
_Ｌ
退些」
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土鏑搬鯛表
(グループα》
叉系するEMD初の歩脚の碕

の歩脳
③歩R&Dの轍

…丁｡；鰍:二蝿;:;》
立つ(2)

､ナサ脚の鰯
④歩R&Dの劉

(グループＢ》
３：歩脚が－つのｲ本節士

①

…T:!;:二;讓蹴
突起をもつ(4)のと侍
たない(5)もの力くいる

(グループβ》
昆虫網

原尾目一一一微小で体色は白｡触覚もない｡(6)．
双尾目一・・尾端に突起があり体色は白(7)

ハサミムシ目一一一翅はなく体色は褐色｡腹部後端に強い鋏がある｡(8)
膜翅目一一・胸部と腹部の間が細くくびれる｡時には有翅(9)
シロアリ目．．‐胸部と腹部は直結し､体は柔らかい｡時には有翅(10）
鞘翅目一一一般的に前翅が硬質化している(11）

アザミウマ目一一・尾端が管状で羽状の羽を持つことがある(12）
トビムシ目・了・尼端の突起は2つに分かれる（13）

し-微小で体色は白。こんぽう状の触覚(Ｍ）
(グループγ》
蛛形網

ダニ目一一・形は丸型～梢円形で色･大きさは多様(15）
カニムシ目．．‐触覚が大きく、－部は鋏状｡(16）
ヤイトムシ目一一第１脚が著しく長い（１７）

真性クモ目一一一頭胸部と腹部が腹柄でつながっている(18）
メクラグモ目一一一触肢が発達し､内側に刺がある（１９）
(グループ６》

《グループｅ）

結合網一結合目一一一体色は白で歩脚が12対(２０
小脚目一四節目一・・体色は白で歩脚が9対(21）
唇脚目一イシムカデ目一一歩脚が15対(22）
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四口載盆

ｒ回い‐『》調ヨ一

ふくⅢ二

篝儘

…，

、封．、沢浄

曰批砕

小巡ハト庁
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